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郷土を愛し 夢と志を持って 自ら学び 歩み続ける人づくり
～自立・協働・創造を支える香川の教育～

香川県教育基本計画
概 要 版

令和３年度～７年度



少人数学級や専科指導の拡充による指導体制を生かし、基礎的・基
本的な知識・技能と、思考力、判断力、表現力等を総合的に育みます。
特に、全ての学習の基盤となる読解力やＩＣＴを活用する力などを育
成します。
また、校種間連携を図り、一人ひとりの特性に応じた教育を推進します。

郷土香川の自然や歴史、伝統、文化、産業などへの理解を深めることで、子どもたち
の郷土への愛着や誇りを育み、香川で育ったことを人生のゆるぎない礎として、どこで
生きようとも、郷土の発展に思いをはせるとともに、人生100年時代を見据え、自分の
良さや可能性を見出し、夢と志を持って、生涯にわたって学び、歩み続ける人を、学校
をはじめ家庭や地域と連携・協力しながら育成していきます。
また、これからの香川の教育では、子どもたち一人ひとりが多様な個性や能力をのば
し、充実した人生を主体的に切り拓いていく「自立」と、個人や社会の多様性を尊重し、
それぞれの強みを生かして、共に支え合い、高め合い、社会に積極的に参画する「協働」、
そして自立と協働を通じて、社会の新しい価値や自らの未来を「創造」する力を育めるよう、
学校、家庭、地域が一体となり、その学びと成長を支えていきます。

基本理念の実現のため、次の７つの重点項目を定め、これらを出発点として、今後５年間の
取組みを総合的かつ体系的に展開していきます。

郷土を愛し 夢と志を持って 自ら学び 歩み続ける人づくり
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基本理念

主　な　指　標 現　　　状 令和７年度の目標

「授業の内容がよく分かる／だいたい分かる」と回答した
児童生徒の割合

小学校５年生　73.1％
中学校２年生　59.5％

小学校５年生　77％
中学校２年生　65％

学力の育成重点項目1
確かな学力の育成と個に応じた教育の推進①

重点項目

タブレット端末を活用した授業



教育活動全体を通じて、社会性や道徳性を養うとともに、豊かな情操
を培い、自己肯定感・自己有用感を育成します。

健康でたくましく生きるための基礎となる体力、積極的に運動に親し
む態度や能力を育成します。
また、新型コロナウイルス感染症などの健康課題に関心を持ち、自己
の健康管理ができる能力を育成します。

郷土の発展に主体的に参加する意欲や態度、社会に参画する力、主体
的に進路を選択する力を育成します。

グローバルな感覚と素養を持った地域人材の育成を図るとともに、教
科等横断的な学習等の充実などにより、地域課題解決能力を育成します。

問題行動の未然防止や早期対応、不登校児童生徒への支援、インター
ネットの適正利用の推進などに取り組みます。
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主　な　指　標 現　　　状 令和７年度の目標

「自分には、よいところがあると思いますか。」との質問に、
「思う」または「どちらかと言えば思う」と回答した児童生
徒の割合

小学校５年生　71.2％
中学校２年生　66.4％

小学校５年生　72％
中学校２年生　67％

主　な　指　標 現　　　状 令和７年度の目標

全国体力・運動能力調査の体力合計得点の全国順位の平均 27位
（Ｒ元年度） 20位以内

主　な　指　標 現　　　状 令和７年度の目標

「今住んでいる地域（香川県）の歴史や自然、産業について
関心がありますか。」との質問に、「ある」または「どちら
かといえばある」と回答した児童生徒の割合

小学校５年生　66.4％
中学校２年生　44.3％

小学校５年生　68.7％
中学校２年生　53.2％

郷土を愛し、郷土を支える人材の育成重点項目4

心の育成重点項目2

体の育成重点項目3

豊かな心、多様性を尊重する心の育成①

未来を支える健やかな体づくりの推進①

郷土を支える教育の推進①

地域を担うグローバル人材の育成②

共感的理解に基づく生徒指導の充実②

「いのちのせんせい」派遣事業

幼児期における食育実践研究事業

かがわ産業教育フェア



学校教育全体で安全対策に取り組むとともに、学びの保障のためのＩＣＴ環境の整備・活用を図ります。また、
就学支援の着実な実施、多様なニーズに対応した教育機会の提供に努めます。

就学前からの家庭教育の啓発や相談体制の充実、「学校を核とした地
域づくり」を促進します

総合型地域スポーツクラブの育成支援やスポーツに親しむ機会の提供
など、生涯スポーツの環境整備に取り組みます。

子どもの読書習慣の形成や、誰もが読書活動を楽しめる環境整備、県
民一人ひとりが自由に学習できる学習機会の拡充などに取り組みます。

トップアスリートの育成・強化、ジュニア期に発掘したタレントの一
貫指導体制の充実に努めます。

信頼される質の高い教員の養成、学校における働き方改革や指導体制
の充実などに取り組みます。

地域と連携・協働する学校づくりや、学校の特色化・魅力化を推進します。

主　な　指　標 現　　　状 令和７年度の目標

学校安全に関する外部の専門家や学校教育の専門家との連携を
図るなど、学校安全計画や避難訓練等を外部有識者がチェック・
助言する体制が整備されている学校の割合

41.6％
（Ｈ30年度） 60％

主　な　指　標 現　　　状 令和７年度の目標

保護者学習会への「さぬきっ子安全安心ネット指導員」の派遣数
（年度） 25回 75回

主　な　指　標 現　　　状 令和７年度の目標

成人の週１回以上のスポーツ実施率 54.9％
（Ｒ元年度） 65％

家庭や地域での学びの環境づくり重点項目6

スポーツの振興重点項目7

安全・安心で、魅力あふれる学校づくり重点項目5
安全で安心できる学校づくり①

教職員の資質・能力の向上②

信頼され魅力ある学校づくり③

家庭・地域の教育力の向上①

多様なスポーツ環境づくり①

いつでも学べる環境づくり②

スポーツ競技力の向上②

障害物を準備した実効性のある避難訓練の様子

家庭教育推進専門員によるワークショップ

国民体育大会で活躍する郷土の選手



重点項目 基本的方向 取組みの内容

■１ 学力の育成 ①   確かな学力の育成と 
個に応じた教育の推進

１ 確かな学力の育成
２ 読解力の育成
３ ＩＣＴを活用した教育の推進
４ 小・中・高等学校を通した外国語教育の推進
５ 幼児期の教育の推進
６ 特別支援教育の推進
７ 校種間連携の推進

■２ 心の育成

①   豊かな心、多様性を 
尊重する心の育成

１ 道徳教育の充実
２ 自己肯定感・自己有用感の育成
３ 豊かな感性や情操の育成
４ 人権・同和教育の推進

②   共感的理解に基づく 
生徒指導の充実

１ いじめや暴力の未然防止
２ 不登校児童生徒への支援
３   インターネットの適正利用と 

ネット・ゲーム依存予防対策の推進

■３ 体の育成 ①   未来を支える健やかな 
体づくりの推進

１ 体力づくりの推進
２ 健康教育の推進
３ 食育の推進

■４
郷土を愛し、
郷土を支える
人材の育成

①   郷土を支える 
教育の推進

１ 郷土に誇りを持つ教育の推進
２ 社会に参画する力の育成
３ キャリア教育の推進

②   地域を担う 
グローバル人材の育成

１ グローバル人材の育成
２ 課題解決能力の育成

■５
安全・安心で、
魅力あふれる
学校づくり

①   安全で安心できる 
学校づくり

１ 学校の安全・安心の強化
２ 学校施設等の整備、充実
３ 学びのセーフティネットの構築

②   教職員の 
資質・能力の向上

１ 優れた教職員の確保と資質・能力の向上
２ 学校における働き方改革の推進

③   信頼され魅力ある 
学校づくり

１ 地域と協働する学校づくりの推進
２ 学校の特色化・魅力化の推進

■６ 家庭や地域での学びの環境づくり

①   家庭・地域の 
教育力の向上

１ 家庭の教育力の向上
２ 地域の教育力の向上

②   いつでも学べる 
環境づくり

１ 子どもが読書に親しめる環境づくり
２ 生涯学べる環境づくり

■７ スポーツの振興
①   多様な 

スポーツ環境づくり
１   生涯にわたりスポーツに親しむことが 

できる環境づくり

② スポーツ競技力の向上 １   トップアスリートをめざし、競技力を 
高めることができる環境づくり

施策体系
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